
回 開催場所 幹事クラブ クラス 優勝 準優勝 3位 4位 5位 6位

第1回（1991年) 逗子湾 中央大 RIKKYO 横一横国混成 早稲田A級 駿河台SC 櫻門A級 中央大A

第2回（1992年) 三戸浜沖 早稲田A級 駿河台SC 早稲田A級 中央大A 櫻門A級 RIKKYO NHK

第3回（1993年) 初声沖 駿河台SC 鯨会A級 中央大A 蹊帆クラブ RIKKYO 櫻門A級 早稲田A級

第4回（1994年) 武山沖 RIKKYO 博多湾A級 駿河台SC 鯨会A級 学習院 堀川グループ 蹊帆クラブ

第5回（1995年) びわ湖 同志社鯨会 蹊帆クラブ 早稲田A級 清和御門YC 鯨会A級 博多湾A級 中央大A

第6回（1996年) 八景島 櫻門A級

第7回（1997年) 函館港 濫觴会 早稲田A級 博多湾A級 蹊帆クラブ 阪大YCOB会 RIKKYO 駿河台SC

第8回（1998年) 葉山 三田A級 櫻門A級 RIKKYO シャイニーA 蹊帆クラブ 早稲田A級 鯨会A級

第9回（1999年) 博多湾 九大帆友会 博多湾A級 KGSC RIKKYO 九大帆友会 福大七洋会 蹊帆クラブ

第10回（2000年) 八景島 蹊帆クラブ KGSC 九大帆友会 RIKKYO 福大七洋会 清和御門YC KGSC

第11回（2001年) 江の島 関東学院 KGSC RIKKYO RIKKYO 蹊帆クラブ KGSC シャイニーA

第12回（2002年) 新西宮 KGSC 蹊帆クラブ シャイニーA 鯨会A級 九大帆友会 KGSC RIKKYO

蹊帆クラブ KGSC 関西法友YC 九大帆友会 鯨会A級 RIKKYO

シニアクラス 蹊帆クラブ 鯨会A級 櫻門A級 関東学院SC RIKKYO ダークブルー

九大帆友会 阪大OB会 鯨会A級 RIKKYO KGSC 蹊帆クラブ

シニアクラス 阪大OB会 RIKKYO RIKKYO RIKKYO 中央大A 蹊帆クラブ

清和御門YC RIKKYO 蹊帆クラブ 九大帆友会 シャイニーA 鯨会A級

シニアクラス 鯨会A級 阪大OB会 九大帆友会 RIKKYO RIKKYO 駿河台SC

九大帆友会 櫻門A級 清和御門YC KGSC RIKKYO 阪大OB会

シニアクラス 櫻門A級 九大帆友会 早稲田A級 中央大A 阪大OB会 RIKKYO

清和御門YC 修猷YC 鯨会A級 阪大OB会 櫻門A級 九大帆友会

シニアクラス RIKKYO 九大帆友会 KGSC 櫻門A級 阪大OB会 早稲田A級

鯨会A級 甲風Ａ級Ｃ 関東学院SC 清和御門YC 九大帆友会 蹊帆クラブ

シニアクラス 櫻門A級 櫻門A級 阪大OB会 関東学院SC 関東学院SC 早稲田A級

サニーサイドJr 関西法友C 櫻門A級 清和御門YC 関東学院SC 九大帆友会

シニアクラス 櫻門A級 九大帆友会 鯨会A級 中央大A 乙艫SC 早稲田A級

Wood 九大帆友会 鯨会A級 九大帆友会 福大七洋会 櫻門A級 岡大飛沫会

FRP サニーサイドJr 淡青A級 渡洋会 さぬきA級 関東学院SC 甲風A級

シニアクラス 九大帆友会 関東学院SC 乙艫SC 櫻門A級 修猷YC 逗子ヨット協会

第21回（2011年) 葉山

Wood 櫻門A級 九大帆友会 白翠・旭水 九大帆友会 福高でんすけ チームあたみ

FRP 乙艫SC 清和御門ＹＣ 甲風Ａ級Ｃ さぬきA級 松島Ａ級ＳＣ 修猷YC

シニアクラス 九大帆友会 櫻門A級 同志社鯨会 RIKKYO 摩耶帆友会 アドニスＹＣ

Wood 九大帆友会 蹊帆クラブ 逗子開成ＤＣ 櫻門A級 関西大Ａ級 櫻門A級

FRP サニーサイドJr 清和御門YC 乙艫SC 鹿児島大帆友会 関西大Ａ級 清和御門YC

シニアクラス 櫻門A級 九大帆友会 同志社鯨会 渡洋会 淡青A級 三田Ａ級

Wood 九大帆友会 櫻門A級 関西法友 渡洋会 関西大Ａ級 摩耶帆友会

FRP 松島A級 サニーサイドJr 鹿児島大帆友会 三田Ａ級 ｻﾆｰｻｲﾄﾞ・はっする 乙艫SC

シニアクラス RIKKYO 櫻門A級 松島A級 渡洋会 乙艫SC 摩耶帆友会

←　　　　　　　　　　　　　悪天候のため中止　　　　　　　　　　　　　　→

←　　　　　　　　　　　東日本大震災のため中止　　　　　　　　　　　　→

関東学院

三田A級

岡大飛沫会

RIKKYO

清和御門

注）　１．第20回大会からウッドクラス（Wood）、FRPクラス（FRP）に分類した

　　　　   ２． シニアクラスはスキッパー年齢が70歳以上
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第13回（2003年) 葉山

江の島第14回（2004年)

第2３回（201３年)

びわ湖第15回（2005年)

江の島第16回（2006年)

第20回（2010年)

第19回（2009年）

第17回（2007年)

博多湾

松島A級

第18回（2008年)

横浜港

第22回（2012年) びわ湖

第24回（2014年) 松島

稲毛

牛窓

葉山

黒潮

ほたて会

鯨会　　

博多湾A級

法友YC


